
第56回近畿高等学校自転車競技大会 兼 令和元年度全国高校総体近畿ブロック予選 Comm 35

14 男子ケイリン　【敗者復活戦】
各組上位3名が準決勝へ

組 区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 42 井上裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 12 秒 290 58.58 km/h 1

2(黒) 105 中森　匠海 ﾅｶﾓﾘ ﾀｸﾐ 2年 奈良北 奈良 秒 -- 2

3(赤) 110 松本　昂汰 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 1年 紀北工 和歌山 秒 -- 3

4(青) 69 前之園風希 ﾏｴﾉｿﾉ ﾌｳｷ 3年 市立伊丹 兵庫 秒 -- 6

5(黄) 77 西山　央泰 ﾆｼﾔﾏ ﾋｻﾖｼ 1年 三田 兵庫 秒 -- 4

6(白黒) 33 坂田　泰徳 ｻｶﾀ ﾀｲﾄ 2年 北稜 京都 秒 -- 5

組 区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 13 金田　将英 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 3年 向陽 京都 秒 -- 2

2(黒) 95 尾前　翔曳 ｵﾏｴ ｼｮｳｴｲ 3年 榛生昇陽 奈良 12 秒 560 57.32 km/h 1

3(赤) 61 川上　翔海 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 2年 大阪偕星 大阪 秒 -- 3

4(青) 25 奥田　丈翔 ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 1年 鴨沂 京都 秒 -- 4

5(黄) 92 田口　詞也 ﾀｸﾞﾁ ﾂｸﾞﾅﾘ 2年 兵庫工 兵庫 秒 -- 5

6(白黒) 80 上野　凌雅 ｳｴﾉ ﾘｮｳｶﾞ 2年 神戸弘陵 兵庫 秒 -- 6

RESULT(RANKING) - KEIRIN / Men / Repechage

順位 区分 BN 学年 学校名 府県名

【１組】

1 1(白) 42 井上裕太郎 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 58.58 km/h

2 2(黒) 105 中森　匠海 ﾅｶﾓﾘ ﾀｸﾐ 2年 奈良北 奈良 --

3 3(赤) 110 松本　昂汰 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 1年 紀北工 和歌山 --

4 5(黄) 77 西山　央泰 ﾆｼﾔﾏ ﾋｻﾖｼ 1年 三田 兵庫 --

5 6(白黒) 33 坂田　泰徳 ｻｶﾀ ﾀｲﾄ 2年 北稜 京都 --

6 4(青) 69 前之園風希 ﾏｴﾉｿﾉ ﾌｳｷ 3年 市立伊丹 兵庫 --

【２組】

1 2(黒) 95 尾前　翔曳 ｵﾏｴ ｼｮｳｴｲ 3年 榛生昇陽 奈良 57.32 km/h

2 1(白) 13 金田　将英 ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 3年 向陽 京都 --

3 3(赤) 61 川上　翔海 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾏ 2年 大阪偕星 大阪 --

4 4(青) 25 奥田　丈翔 ｵｸﾀﾞ ﾀｹﾙ 1年 鴨沂 京都 --

5 5(黄) 92 田口　詞也 ﾀｸﾞﾁ ﾂｸﾞﾅﾘ 2年 兵庫工 兵庫 --

6 6(白黒) 80 上野　凌雅 ｳｴﾉ ﾘｮｳｶﾞ 2年 神戸弘陵 兵庫 ----
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